
３０．１．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

～ 海の News（１２月）～ 

 

 

３１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ２０１７年米中二大大国の覇権争いは？ 米→戦略性と安定性に欠ける  

中→日米同盟にくさび（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171231/wor1712310003-n1.html 

○ 「ここが北緯３８度線だ」北を向く火器、道路脇には塹壕（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/171231/wor1712310028-n1.html 

○ 米先制攻撃→５０％超核戦争 ２０年前に核放棄寸前、北朝鮮も同意と 

ペリー元長官（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171231/wor1712310017-n1.html 

○ 「いずも」空母化を恐れる中国（Japan in-depth） 

   http://japan-indepth.jp/?cat=38 

○ 核放棄、最終局面迎える【 2018：北朝鮮】（Japan in-depth） 

   http://japan-indepth.jp/?p=37731 

○ 北への「積み替え密輸」関与、台湾が調査に着手（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20171231-OYT1T50037.html 

○ 日韓も北朝鮮も核保有、米で容認４割  核での抑止求める（朝日） 

   https://www.asahi.com/articles/ASKDY4CFDKDYUTFK005.html 

 

３０（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米韓演習延期は「調整次第」＝中止検討せず－米国防長官（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017123000256&g=int 

○ 日中韓会談「早期に」－楊国務委員（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017123000008&g=pol 

○ 中国、南アジアで浸透＝港を９９年租借、インド包囲（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017123000321&g=pol 
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○ 米政府が船舶検査で対北圧力強化へ マティス国防長官が表明（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/171230/wor1712300048-n1.html 

○ 中国に二次的制裁も…米大統領、肯定的評価撤回（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20171230-OYT1T50035.html 

○ 正恩氏、長距離弾道ミサイルの発射準備を指示（朝日） 

   https://www.asahi.com/articles/ASKDZ4FX9KDZUHBI00B.html 

○ 揺れる聖地エルサレム、イラン・サウジ関係は悪化の一途… ２０１７年の 

中東情勢を振り返る（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171230/wor1712300042-n1.html 

 

２９（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍機の安全確保へ努力＝菅官房長官、沖縄の首長らに（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122900628&g=pol 

○ 中国の軍事的野心、一層鮮明＝自主防衛の重要性訴え－台湾総統（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122900728&g=pol 

○ 習近平総書記が中日与党交流協議会の日本側代表と会見（人民網日本語版） 

http://j.people.com.cn/n3/2017/1229/c94474-9309879.html 

○ 2017 年の 10大国際ニュースを総まとめ（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1229/c94474-9310026.html 

○ 習近平の深謀が日中和解のサインに潜む（ニューズウィーク日本語版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9225.php 

○ 対北朝鮮軍事行動 米３割、日本２割賛成（毎日） 

   https://mainichi.jp/articles/20171229/ddm/007/030/048000c 

○ トランプ氏「中国が北に石油密輸、大変失望」（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20171229-OYT1T50064.html 

○ 韓国軍、竹島の防衛訓練を実施  日本政府は強く抗議（朝日） 

   https://www.asahi.com/articles/ASKDY413DKDYUHBI00B.html 

○ 朝鮮半島情勢 来年は局面転換の年となるか（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/29/0200000000AJP20171229001

000882.HTML 

 

２８（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国軍が竹島「防衛」訓練＝日本、中止を要求（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122800730&g=pol 

○ 中国の前に立ちはだかるインド「海のシルクロード」は画に描いた餅の様相に（産経） 
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   http://www.sankei.com/world/news/171228/wor1712280002-n1.html 

○ 米の那覇軍港、浦添移設で環境アセス 年度内着手 日米合意から２１年（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171228/plt1712280007-n1.html 

○ 北がミサイル発射準備か 米報道 米軍は軍事演習の情報公開を制限する方針（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171228/wor1712280012-n1.html 

○ 長距離巡航ミサイル「国産化」を検討 ３４年度試作品完成目指す 敵基地攻撃能力 

保有を視野（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171228/plt1712280005-n1.html 

○ 専門家「2018 年は中日関係にとって重要な 1年」（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1228/c94474-9309493.html 

○ 中国ゴリ押しに不信感、「一帯一路」難航 パキスタン、ネパールなど建設案件 

キャンセル８・６兆円（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171228/wor1712280013-n1.html 

 

２７（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ （上）外交・安保 トランプ氏と蜜月、挑発続けた北への制裁で結実 賭けに勝った 

安倍外交 米露仲介でも役割（産経） 

   http://www.sankei.com/premium/news/171227/prm1712270007-n1.html 

○ 米国の北への武力行使はあるのか…過去の「米朝対話」から学ぶ教訓 

防衛大学校教授・倉田秀也（産経） 

   http://www.sankei.com/column/news/171227/clm1712270005-n1.html 

○ 中国、日中韓首脳会談に「積極的な成果を期待」 在日大使館報道官、時期は明言せず 

  （産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171227/wor1712270026-n1.html 

○ 「親中派の代表」パキスタンで中国人狙うテロ横行 その背景（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171227/wor1712270001-n1.html 

○ 北朝鮮漂流・漂着船初めて１００件に ３１遺体、生存４２人確認 海保（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171227/wor1712270030-n1.html 

○ ロシア潜水艦の活動が冷戦以来最高に 狙いは西側の海底ケーブル（News Week ジャパン） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9228.php 

○ 米軍の戦闘機は、ついにレーザー兵器を手に入れる SFのような技術が実用化に 

向け動き出した（産経） 

   http://www.sankei.com/wired/news/171227/wir1712270001-n1.html 
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２６（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国軍の脅威、詳細に指摘＝最新の国防報告書を公表－台湾（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122600679&g=int 

○ 中国「人工島は軍事目的」政府系サイトが認める １年で施設２９万平方メートル拡大 

  （産経） 

http://www.sankei.com/world/news/171226/wor1712260010-n1.html 

○ 北朝鮮、移動式発射台で人工衛星発射計画か 「平和宇宙開発」盾、長距離弾道 

ミサイル発射への布石？（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171226/wor1712260031-n1.html 

○ 米国との軍事交流を初公表 台湾・国防部（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171226/plt1712260049-n1.html 

○ 専門家 年々増加する日本の防衛費に警戒を（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1226/c94474-9308602.html 

○ 蓮舫元代表も立憲入りへ＝民進、混迷深まる（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122600469&g=pol 

○ 韓国国防部が組織改編…北朝鮮の核・ミサイル専門担当組織を新設（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/29351.html 

○ 護衛艦「いずも」を空母改修＝自衛隊初、米軍機と連携－Ｆ３５Ｂ導入も・政府検討 

  （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122600589&g=pol 

○ 海上保安庁 抜本的な体制強化を急げ（産経） 

   http://www.sankei.com/column/news/171226/clm1712260001-n1.html 

 

２５（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日豪首脳、新協定の早期締結確認へ＝１月、自衛隊・豪軍連携で（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122500699&g=pol 

○ 「陸と海のシルクロード」警戒する各国 本音では中国を嫌う国々、それぞれの 

事情（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171225/wor1712250023-n1.html 

○ 沖縄で米軍返還地引き渡し 防衛相、負担軽減強調（産経） 

http://www.sankei.com/west/news/171225/wst1712250031-n1.html 

○ 長距離弾道ミサイル発射に向けた布石？ 朝鮮労働党機関紙が世界の 

宇宙開発を紹介（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171225/wor1712250048-n1.html 

○ 新型の核巡航ミサイル開発へ＝米の中長期戦略に明記－太平洋配備で日本と協議 

（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122600679&g=int
http://www.sankei.com/world/news/171226/wor1712260010-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/171226/wor1712260031-n1.html
http://www.sankei.com/politics/news/171226/plt1712260049-n1.html
http://j.people.com.cn/n3/2017/1226/c94474-9308602.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122600469&g=pol
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/29351.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122600589&g=pol
http://www.sankei.com/column/news/171226/clm1712260001-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122500699&g=pol
http://www.sankei.com/world/news/171225/wor1712250023-n1.html
http://www.sankei.com/west/news/171225/wst1712250031-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/171225/wor1712250048-n1.html


３０．１．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122500459&g=int 

○ 王毅外交部長「中国外交はグローバルガバナンスに深く関与し、国の発展に一層寄与」

（人民網日本語版） 

○ 北朝鮮、安保理追加制裁を戦争行為と非難 「制裁支持国に報復」示唆 

（News Weekジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9195.php 

○ 「米中、北朝鮮関連ホットライン設置…軍事当局定期会議も開催へ」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/29343.html 

○ 水陸両用機が初飛行＝世界最大、南シナ海で利用か－中国（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122500440&g=int 

○ 北朝鮮の違法操業に先手 大和堆に海保巡視船を前倒し投入へ 来年漁期 

政府方針（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171225/wor1712250019-n1.html 

○ 中国、外国政界や世論への工作活発化…各国警戒（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20171225-OYT1T50019.html 

○ 防波堤代わりに沈めた駆逐艦 建造１００年の存在意義（朝日） 

   https://www.asahi.com/articles/ASKDR02VYKDQTIPE02W.html 

 

２４（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「これまで行ったことは始まりにすぎない」「大スケールの作戦を展開する」 

 金正恩氏が演説（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171224/wor1712240016-n1.html 

○ 北朝鮮「自衛的核抑止力をさらに強化する」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/29331.html 

○ 北朝鮮制裁決議 原油供給の上限明示（毎日） 

   https://mainichi.jp/articles/20171224/ddm/001/030/164000c 

○ 軍艦島旧島民ら「地獄島じゃない」 証言動画公開で誤解に反論（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171224/plt1712240008-n1.html 

 

２３（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 石油精製品９割削減＝米大使「前例ない強力制裁」－国連安保理（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122300110&g=int 

○ 安保理、北朝鮮への追加制裁決議を全会一致で採択（News Weekジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9192.php 
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２２（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、米の制裁指定要求に異議＝決議違反疑いの船舶－安保理（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122200267&g=int 

○ 中国、海運要衝狙い「一帯一路」拡大 台湾との外交戦争も再開（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171222/wor1712220025-n1.html 

○ 露、ベネズエラと関係強化 軍事基地設置へ水面下交渉？（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171222/wor1712220027-n1.html 

○ ３０年度予算案を閣議決定総額最大９７兆７１２８億円 ２９年度補正も決定（産経） 

   http://www.sankei.com/economy/news/171222/ecn1712220020-n1.html 

○ インド太平洋戦略に３００億円 外務省（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171222/plt1712220015-n1.html 

○ 海保、巡視船新造を２９年度補正で前倒し（産経） 

   http://www.sankei.com/life/news/171222/lif1712220042-n1.html 

○ 追加制裁決議案で中国は賛否明言せず  ＩＣＢＭ発射「米国にも責任」との 

立場も（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171222/wor1712220047-n1.html 

○ 佐世保でＰＡＣ３展開訓練＝ミサイル迎撃態勢を確認－空自（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122200190&g=soc 

○ 朝鮮半島有事には中国の軍事介入に備えよ（News Week ジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9189.php 

○ 国連総会、米国のエルサレム首都認定撤回決議案を採択 日本も賛成（New Week ジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9184.php 

○ 「尖閣を奪え！」中国、軍事作戦立案（Japan in Depth） 

   http://japan-indepth.jp/?p=37512 

○ 漂着船対策ＰＴが初会合＝自民（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122200950&g=pol 

 

２１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 対北朝鮮軍事作戦、策定を加速＝トランプ米政権－英紙報道（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122101315&g=int  

○ 米国家安全保障戦略、中国国防部が談話発表（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1221/c94474-9307214.html 

○ エルサレム首都認定 トランプ氏、反対国へ支援削減警告（毎日）  

http://mainichi.jp/articles/20171221/k00/00e/030/157000c 

○ 日台海洋協力対話沖ノ鳥島ＥＥＺの漁船操業、平行線に（毎日 

   http://mainichi.jp/articles/20171221/k00/00e/030/184000c 
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○ サイバー空間の規範作りで対立続く欧米と中露 一方で 2 国間合意が進むが 

日本は蚊帳の外（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51885 

○ 北朝鮮兵士１人が亡命 韓国軍が身柄確保＝銃撃はなし（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/21/0200000000AJP20171221001

200882.HTML 

 

２０（水）――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 国家安全保障戦略発表 「強いアメリカ」前面に（毎日） 

   https://mainichi.jp/articles/20171220/ddm/007/030/161000c 

○ 米の国家安保戦略 超大国の責任実行に移せ（産経） 

   http://www.sankei.com/column/news/171220/clm1712200002-n1.html 

○ 米国務次官補にソーントン氏＝東アジア政策を担当（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122000267&g=int 

○ 自民憲法改正推進本部「中間取りまとめ」概要判明 ９条は両論併記（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171220/plt1712200003-n1.html 

http://www.sankei.com/politics/news/171220/plt1712200003-n1.html○ 

○ カナダ潜水艦と共同訓練 海自、連携強化進める（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171220/plt1712200029-n1.html 

○ 米政府「北朝鮮が関与」 ５月の大規模サイバー攻撃（朝日） 

   https://www.asahi.com/articles/ASKDN21TGKDNUHBI001.html 

 

１９（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 政府、陸上イージス導入決定＝北朝鮮対応、早期配備へ(時事) 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121900190&g=pol 

○ 原子力空母事故想定し訓練 横須賀で日米合同(産経) 

   http://www.sankei.com/politics/news/171219/plt1712190024-n1.html 

○ 政府、北ミサイルに備えた住民避難の指針を閣議決定(産経) 

   http://www.sankei.com/politics/news/171219/plt1712190029-n1.html 

○ 米海軍トップが横須賀訪問 空母乗組員らを激励(産経) 

   http://www.sankei.com/world/news/171219/wor1712190017-n1.html 

○ 北朝鮮攻撃は避けられないのか 先送りすれば死者は５倍以上との説も…。 

米外交専門誌が示す「認めたくない未来」(産経) 

   http://www.sankei.com/west/news/171219/wst1712190005-n1.html 

○ イージス・アショア導入は「対北」の先をにらんだ「対中国」(産経) 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51885
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   http://www.sankei.com/politics/news/171219/plt1712190040-n1.html 

○ 国防部、中露がミサイル迎撃コンピューター演習に成功(人民網日本語版) 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1219/c94474-9306125.html 

○ 中国、米国に「ウィンウィンの協力」呼び掛け トランプ政権の安保戦略受け 

（ニューズウイークジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9156.php 

○ 朝鮮半島で戦争が起きれば、中国とロシアはアメリカの敵になる（ニューズウイークジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9157.php 

○ 北漁船取り締まりの巡視船に「船テレ」配備へ 官邸などでリアルタイムに把握(産経) 

   http://www.sankei.com/affairs/news/171219/afr1712190002-n1.html 

 

１８（月）――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 周辺国の長射程化に対応 相手の射程圏外から攻撃、離島防衛でも有用（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171218/plt1712180003-n1.html 

○ 中国軍５機が対馬海峡を通過 戦闘機は初 空自機がスクランブル韓国軍機も（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171218/plt1712180046-n1.html 

○ 韓国防空識別圏への軍用機進入 中国「日常的な訓練」(聯合ニュース) 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/18/0200000000AJP20171218004

000882.HTML 

○ 米軍、大型ヘリ飛行再開へ＝「人為的ミス」と判断－窓落下、学校に謝罪沖縄（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121800235&g=soc 

○ 米海軍トップ、落下事故の再発防止に言及  防衛相と会談（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKDL5X1DKDLUTFK00Y.html 

○ 海洋政策、安保に力点＝インド太平洋戦略を推進－有識者会議（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121801114&g=pol 

○ 北朝鮮攻撃は避けられないのか 先送りすれば死者は５倍以上との説も…。 

米外交専門誌が示す「認めたくない未来」（産経ＷＥＳＴ） 

   http://www.sankei.com/west/news/171219/wst1712190005-n1.html 

 

１７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東京―北京フォーラム閉幕「日中関係、全面的に回復を」東京―北京  

フォーラム閉幕「日中関係、全面的に回復を」（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASKDK5DG9KDKUHBI01B.html 

○ ミサイル防衛構想、対象拡大を検討  巡航ミサイルも迎撃（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKDF5RHZKDFULZU00S.html 

 

１６（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米長官、圧力路線に修正＝「責任ある核保有国」と北朝鮮－安保理で非難の応酬 

http://www.sankei.com/politics/news/171219/plt1712190040-n1.html
http://j.people.com.cn/n3/2017/1219/c94474-9306125.html
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（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121600175&g=int 

○ 「北朝鮮基地も攻撃可能」＝巡航ミサイル導入で－自民・中谷氏（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121600385&g=pol 

○ 小野寺五典防衛相が英新型空母を視察、「いずも」との訓練に意欲（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171216/plt1712160007-n1.html 

○ 半島有事、韓国が米以外との退避協議を拒否 日本政府は有志連合で対応へ、 

国連軍会合改編も視野（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171216/wor1712160004-n1.html 

○ 「中国の尖閣攻撃」に日本の備えは？中国が用意する３つの軍事作戦はこれだ（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/171216/wor1712160012-n1.html 

○ 日本参加者「圧力強化を」 北朝鮮情勢で活発議論 北京でシンポジウム（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171216/wor1712160057-n1.html 

○ １００年ぶりに同盟復活？英日、軍事協力を急速に強化（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/29262.html 

 

１５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮攻撃なら「壊滅的結果」＝米に自制要求－ロ大統領（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121400753&g=int 

○ 共同訓練拡充で一致＝日英２プラス２共同声明（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121400911&g=pol 

○ 英、太平洋に空母派遣＝「航行の自由」で日本と連携－防衛相会談（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121500489&g=pol 

○ 原子力空母事故想定し訓練 日米合同で 神奈川・横須賀（産経） 

   http://www.sankei.com/life/news/171215/lif1712150025-n1.html 

○ 中国、着々と南シナ海でレーダーなど軍事転用可能な施設整備 米シンクタンクが警告 

  （産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171215/wor1712150035-n1.html 

○ 世界が北朝鮮に関心集中するなか、中国は南シナ海の軍事拠点化を継続 

（News Weekジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9131.php 

○ 米原潜閉め出す「海中の万里の長城」完成か 中国、対潜水艦能力低さの補完狙う 

（産経） 

   http://www.sankei.com/premium/news/171215/prm1712150004-n1.html 

○ 【動画あり・北朝鮮木造船】投光・放水…緊迫の取り締まり 大和堆の北違法漁船 

海保が映像公開（産経） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121600175&g=int
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http://www.sankei.com/affairs/news/171215/afr1712150049-n1.html 

○ 次期潜水艦救難艦を韓国で建造 ２０２２年ごろ海軍に引き渡し（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/15/0200000000AJP20171215000

900882.HTML 

○ 日英、ミサイル共同研究へ  「準同盟」の色合い強める（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKDG4FX3KDGUTFK00Q.html 

○ 駆逐艦「島風」発見か ポール・アレン氏率いる調査チーム（産経） 

   http://www.sankei.com/life/news/171215/lif1712150061-n1.html 

 

１４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海から来る北の脅威に対処急げ 東海大学教授・山田吉彦（産経） 

   http://www.sankei.com/column/news/171214/clm1712140006-n1.html 

○ 防衛相「あってはならない」 米軍、同型機の飛行中止（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKDF5CMSKDFUTFK011.html 

○ 朝鮮半島有事の対応、中国と協議…米国務長官（讀賣） 

http://www.yomiuri.co.jp/world/20171214-OYT1T50033.html?from=ycont_top_txt 

○ 中国、文大統領を冷遇 「格下扱い」に懸念広がる韓国メディア（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171214/wor1712140039-n1.html 

○ 台湾への艦船寄港も検討 国防権限法成立（毎日） 

   https://mainichi.jp/articles/20171214/k00/00e/030/218000c 

○ 韓中首脳 朝鮮半島４原則で合意＝戦争容認せず非核化目指す（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/14/0200000000AJP20171214006200882

.HTML 

 

１３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、対話の可能性も＝元大統領三男の金弘傑氏－韓国（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121300209&g=int 

○ 習主席、出席も演説せず＝南京事件８０年、対日配慮か－中国（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121300591&g=pol 

○ インド太平洋戦略を推進＝日豪印次官（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121301285&g=pol 

○ トランプ大統領、２０１８会計年度の国防権限法に署名 米軍増強（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/171213/wor1712130010-n1.html 

○ 中国ガス田開発規制へ新法 自民ＰＴ方針、ＥＥＺ内（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171213/plt1712130034-n1.html 

○ 米国務長官「北朝鮮とは核放棄の前提条件なしで直接対話の用意」 

（ＮｅｗｓＷｅｅｋジャパン） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9104.php 
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そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 北朝鮮籍？ 木造船、過去最多の８３件  海保が注意喚起（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKDF62NDKDFUTIL05P.html 

 

１２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「中国の安保、侵害しない」＝初訪問前に韓国大統領（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121200166&g=int 

○ 「核戦力を一層強化」＝軍需工業大会で党幹部－北朝鮮（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121200438&g=int 

○ 村川豊海上幕僚長が巡航ミサイルの導入に「ＢＭＤ任務達成に寄与」（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171212/plt1712120025-n1.html 

○ 自民党が北朝鮮対策に本腰 敵基地攻撃能力の積極的整備を求める声 北朝鮮対策 

チームも新設し政府を側面支援（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171212/plt1712120034-n1.html 

○ 日英同盟“復活”の兆し １４日に日英２プラス２開催し防衛協力強化へ（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171212/plt1712120042-n1.html 

○ 国防部「中露合同ミサイル迎撃演習は第三国を念頭に置かず」（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1212/c94474-9303387.html 

○ 米国の専門家「北朝鮮、豊渓里核実験場に新しい坑道掘削」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/29225.html 

 

１１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米韓、合同訓練を開始＝弾道ミサイルを探知・追跡（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121100377&g=pol 

○ 海保長官、工作船の可能性否定＝北朝鮮木造船（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121101042&g=pol 

○ 世界の軍事企業、６年ぶり増「北」脅威で韓国も急増 ＳＩＰＲＩ１６年 

調査発表（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171211/wor1712110012-n1.html 

○ 韓国海軍士官候補生が航海実習で横須賀に 海自と交流行事も（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/11/0200000000AJP20171211001

900882.HTML 

 

１０（日）――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 陸上イージスに３７億円要求＝補正と来年度予算合わせ－防衛省（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121000291&g=pol 

○ ［ルポ］果てしなく押し寄せる死の船…船首には「朝鮮人民軍」の表示（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/29202.html 

○ 「宇宙強国」国家目標の中国 ２０４０年に原子力スペースシャトル開発、 

http://www.asahi.com/articles/ASKDF62NDKDFUTIL05P.html
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http://j.people.com.cn/n3/2017/1212/c94474-9303387.html
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http://japan.hani.co.kr/arti/international/29202.html
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小惑星資源採掘で「米露」陵駕の野望（産経） 

   http://www.sankei.com/premium/news/171210/prm1712100013-n1.html 

○ 北朝鮮に追加独自制裁＝「象徴的メッセージ」－韓国政府（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121000462&g=int 

 

０９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、中距離ミサイル開発に着手＝ＩＮＦ条約３０年、ロシア違反（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120900194&g=int 

○ 中国外相、米国を牽制「武力行使、絶対受け入れられぬ」（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKD94WQSKD9UHBI00N.html 

○ エルサレム問題で米に批判集中＝国連安保理で緊急会合（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120900295&g=int 

○ 「全ての既存の合意と矛盾」ロシアのラブロフ外相が米国を批判（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171209/wor1712090004-n1.html 

○ ティラーソンが去り、また軍人がやって来る（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9085.php 

○ 米海軍本格修理へ 衝突イージス艦を載せた運搬船が出航（毎日） 

   http://mainichi.jp/articles/20171209/k00/00e/030/296000c 

○ 米ハワイ真珠湾７６年 日米合同で犠牲者悼む（毎日） 

   http://mainichi.jp/articles/20171209/k00/00e/030/339000c 

○ 北朝鮮船の船長ら３人逮捕 無人島で発電機窃盗容疑 逃亡の恐れ、北海道警（産経） 

   http://www.sankei.com/affairs/news/171209/afr1712090005-n1.html 

 

０８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 巡航ミサイルに２２億円＝対北朝鮮で備え、攻撃は否定－防衛省（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120800700&g=pol 

○ 陸上イージス、予算要求前倒し＝北朝鮮情勢を考慮－小野寺防衛相（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120801301&g=pol 

○ 金正恩を倒すための「斬首部隊」に自爆ドローンを装備（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9076.php 

○ 防衛相、巡航ミサイル導入正式表明「専守防衛に反せず」（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKD83GJFKD8UTFK007.html 

○ 韓米合同空中訓練が終了 北朝鮮に強い圧力（聯合ニュース） 

   

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/08/0200000000AJP2017120800400

0882.HTML 
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○ 米軍からの有事作戦統制権移管 早期に条件整備を＝文大統領（聯合ニュース） 

   

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/08/0200000000AJP2017120800200

0882.HTML 

○ 空母クイーン・エリザベスが就役＝英海軍史上最大６万５０００トン（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120800814&g=int 

 

０７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 国家安全保障戦略、来年改定へ 北情勢緊迫化、防衛大綱前倒しに伴い 

検討着手（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171207/plt1712070005-n1.html 

○ 日本が敵基地攻撃可能なミサイルを導入の方針 中国側「慎重な行動を」 

（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1207/c94474-9301869.html 

○ 戦艦山城など５隻か＝比沖で旧日本軍の艦艇発見－米チーム（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120701281&g=soc 

 

０６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 国防予算、約４．４兆円に＝北朝鮮対応で大幅増－韓国（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120601163&g=int 

○ 地上型イージス導入を前倒し、巡航ミサイルも導入方針 敵基地攻撃可能に（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/171206/plt1712060005-n1.html 

○ 沖縄・翁長雄志知事が“天唾”？ 政府計画妨害も米軍基地返還遅れの「もろ刃の剣」 

  （産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/171206/prm1712060003-n1.html 
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○ 次期海洋計画 安保前面 「インド太平洋戦略」明記へ（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/171206/plt1712060011-n1.html 

○ 米国の軍・情報当局が「金正恩は合理的行為者…外交の可能性あり」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/29171.html 

○ 米戦略兵器Ｂ１Ｂが韓国で爆撃訓練 対北圧力最高潮に（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/06/0200000000AJP201712060

02700882.HTML 

○ 初の国産空母が最終試験段階に 「遼寧」との違いは（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/1206/c94474-9301391.html 

 

０５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 上海で日中海洋協議（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120500669&g=pol 

○ 政府、長距離巡航ミサイルの導入検討＝敵基地攻撃能力へ布石か－来年度に 

調査費（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120501278&g=pol 

○ インド太平洋戦略は日本の勝利か 不気味に響くトランプ氏の「米国第一」（産経） 

   http://www.sankei.com/premium/news/171205/prm1712050007-n1.html 

○ 日中、衝突回避策を議論 上海で事務レベル海洋協議 

   http://www.sankei.com/politics/news/171205/plt1712050016-n1.html 

○ 国連のフェルトマン事務次長が平壌到着 金正恩氏との会談可否が焦点 

   http://www.sankei.com/world/news/171205/wor1712050036-n1.html 

○ 北朝鮮からとみられる漂流船が急増 遺体に金日成バッジも １１月の集計では 

http://www.sankei.com/politics/news/171206/plt1712060011-n1.html
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過去４年で最多に（産経） 

   http://www.sankei.com/affairs/news/171205/afr1712050008-n1.html 

○ アメリカも北朝鮮のミサイルすべては迎撃できない（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9047.php 

 

０４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米韓空軍、合同訓練を開始＝「過去最大規模」、北朝鮮反発（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120400106&g=int 

○ 米、北朝鮮脅威に新ミサイル防衛＝レーザー・多弾頭化開発加速－トランプ政権の戦略 

  （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120400575&g=int 

 

○ 尖閣「軍事行動」に言及 習近平氏、幹部の非公開会議 中国、衝突は慎重回避 

（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171204/wor1712040016-n1.html 

○ 中国軍の東シナ海での活動 沖縄本島と宮古島の間の公海上空の通過 

常態化懸念（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171204/wor1712040030-n1.html 

○ 北ミサイル、中国の本音は？――中国政府関係者独自取材（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9037.php 

 

０３（日）――――――――――――――――――――――――――中国、IS に対抗を 

○ 米高官、衝突の危険「日ごと高まる」＝北朝鮮ミサイル開発加速に危機感（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120300286&g=pol 
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○ 大気圏突入技術、未確立か 北朝鮮、弾頭分解とＣＮＮ（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171203/wor1712030007-n1.html 

○ 米韓４日から共同訓練 北朝鮮に先制攻撃能力誇示（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/171203/wor1712030036-n1.html 

○ 米戦闘機Ｆ２２・Ｆ３５Ａ 韓国展開完了＝４日から合同訓練（聯合ニュース） 

   

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/03/0200000000AJP201712030011008

82.HTML 

 

０２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 推力倍増、米首都核攻撃も＝防衛網突破へ多弾頭化？－北朝鮮ＩＣＢＭ（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120101158&g=int 

○ 河野外相、米軍役割に理解求める＝沖縄知事「辺野古断念を」（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120201359&g=pol 

○ 零戦、6機目が新造作業中 2018年の初飛行を目指す（産経） 

   http://www.sankei.com/premium/news/171125/prm1711250003-n1.html 

○ 実験場近くでまたも地震、５回目 核爆発で地盤に緩み…追加実験なら核物質拡散の 

恐れ（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/171202/wor1712020033-n1.html 

○ 「北朝鮮高官、核保有国地位認めれば米国と交渉できる」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/29137.html 

○ 北朝鮮、ミサイル試射成功を祝う  「核武力完成の大業」（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKD252WQKD2UHBI01H.html 

○ 北朝鮮、ＳＬＢＭの試験発射台近く運用か  米研究所分析（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASKD24H8MKD2UHBI01D.html 

０１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、北朝鮮の体制維持「優先しない」＝外交解決方針はぶれず(時事) 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120100331&g=int 

○ 「自主防衛」の重要性訴え＝中国念頭に台湾総統(時事) 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120101242&g=int 

○ 防衛費は過去最大の５・２兆円に ３０年度予算案 北朝鮮や中国対応を強化(産経) 

http://www.sankei.com/world/news/171203/wor1712030007-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/171203/wor1712030036-n1.html
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/03/0200000000AJP20171203001100882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/12/03/0200000000AJP20171203001100882.HTML
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120101158&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120201359&g=pol
http://www.sankei.com/premium/news/171125/prm1711250003-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/171202/wor1712020033-n1.html
http://japan.hani.co.kr/arti/international/29137.html
http://www.asahi.com/articles/ASKD252WQKD2UHBI01H.html
http://www.asahi.com/articles/ASKD24H8MKD2UHBI01D.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120100331&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120101242&g=int


３０．１．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

   http://www.sankei.com/economy/news/171201/ecn1712010002-n1.html 

○ 北への石油供給 事態悪化は中国の責任だ(産経) 

  http://www.sankei.com/column/news/171201/clm1712010003-n1.html 

○ 北朝鮮のミサイル発射は「米の挑発」が原因 ラブロフ露外相(産経) 

   http://www.sankei.com/world/news/171201/wor1712010014-n1.html 

○ 中国・習近平体制、２期目も北朝鮮の「擁護者」 国連での演説内容変化なし 

  (産経) 

   http://www.sankei.com/world/news/171201/wor1712010018-n1.html 

○ 「皇位の継承に向けて大きく前進したことに深い感慨」 皇室会議の決定に関する 

安倍晋三首相発言（全文）(産経) 

   http://www.sankei.com/politics/news/171201/plt1712010017-n1.html 

○ 台湾でＰ３Ｃ部隊完成 中国に対抗 南シナ海哨戒も(産経) 

   http://www.sankei.com/world/news/171201/wor1712010043-n1.html 

○ 韓国軍「斬首部隊」を創設 任務は北指導部除去 米シールズ参考、１０００人規模 

  (産経) 

   http://www.sankei.com/world/news/171201/wor1712010050-n1.html 

○ 「核のボタン」をトランプは押せるか（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/12/post-9028.php 

 

○ 露、千島に対艦ミサイル配備計画…米に対抗か（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20171201-OYT1T50009.html?from=ycont_top_txt 

 

 

 

（了） 
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